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概要

概要

■主な機能
No. 機能

1 地図表示
地図の縮小・拡大
2点間直線距離の表示

2 現在地情報の取得

緯度経度,住所,天気情報の表示
・GPS/ネットワーク基地局より取得した位置
・指定地(地図上の任意点を長押し)
GPS/ネットワーク基地局より取得した現在位置情報の表
示

3 地図検索

住所(東京都港区芝公園４丁目２−８)
郵便番号(例:105-0011)
緯度・経度(例:35.65861,139.745447)
ランドマーク(例:東京タワー)の入力

4 天気情報の取得 

以下の天気情報を取得し表示
・現在地(測位点)
・地図検索点
・指定地点(地図上の任意点を長押し)
WorldWeaterOnlineのFree API IDが必要

5 経路検索
Google Directions APIを用いた独自の経路表示※
モバイルGoogleマップアプリとの連携による経路表示

※Google Directions APIは使用制限アリ(有料)

6 表示単位の切替
距離(メートル法・ヤードポンド法・尺貫法)
温度(華氏・摂氏)

7 行動履歴の記録

・総距離
・総時間
・平均速度
・ 高速度
・移動時間
・平均移動時間
・標高
・標高差
・ 低標高
・ 高標高
・ 低勾配
・ 高勾配

8 記録データの共有 
端末インストールアプリに依存
Gmail,Twitter,バーコード等

9 各種設定画面

端末情報(バッテリ・通信等の端末情報)
測位方法(位置取得プロバイダの設定)
表示(単位・アイコン表示等の設定)
記録(記録間隔・距離・精度等の設定)
オプション(拡張機能の設定-経路検索・コンパス表示etc)
設定の初期化

■開発環境
No. 名称 H/W名称 その他

1
X06HT
HTC Desire

Android 2.2(Froyo)
ディスプレイ解像度:WVGA(800*480)

2
LifeTouch
D000-000001-S01

Android 2.2(Froyo)
ディスプレイ解像度:WVGA(800*480)
※マルチタップ非対応の為、ピンチ操作不可

Android端末
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搭載機能一覧

搭載機能一覧

機能名 機能概要・部品 補足 操作

地図表示・閲覧(移動・サイズ変更)
Google地図/航空写真の表示
タッチ・フリック動作対応
ピンチイン・アウトにて拡大縮小(マルチタッチ対応端末のみ)

・画面のフリックによる表示地域変更
・画面右下のズームコントローラ操作により、表示地図の縮小・拡
大

検索による地図表示

地図検索対応
候補住所をリスト形式で表示
検索ボックスへの指定文字列として以下に対応
・住所(東京都港区芝公園４丁目２−８)
・郵便番号(例:105-0011)
・緯度・経度(例:35.65861,139.745447)
・ランドマーク(例:東京タワー)

・検索実績のある文字列を内部領域へ保存し履歴として表示

1.画面タップ後に出現する検索ボタンをタップ
2.検索点入力画面が表示される
3.検索地点を入力し検索開始
4.検索成功時、検索地点を中心としたマーカーアイコン・バルーン
が表示される

検索点入力画面表示時に検索履歴リスト表示

指定ポイントの住所の表示 地図上の任意の地点の住所・天気情報を表示 地図上の任意のポイントを長押し

衛星写真モード 衛星写真モード切替表示

・メニュー の「衛星写真」項目を選択する事により、地図表示が衛
星写真モードに切り替わる
・メニュー の「地図」項目を選択する事により、地図表示が通常
モードに戻る

指定位置間の距離
直線距離算出モード(定規アイコンで切替)
任意の２点間距離を画面に表示

1.地図上の定規アイコンをタップ
2.地図上の任意の地点をタップ
3.2点間距離が画面表示される※
※合計距離は画面上にトースト通知

方位(NSWE)磁石 Android 標準方位磁針の有効無効機能

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「表示」項目を選択
3.「方位磁針の表示設定」項目でON/OFF切替

方位固定アイコン 8方向選択可能な矢印アイコン

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「オプション」項目を選択
3.「方位固定アイコン設定」項目でON/OFF切替
4.ON時に画面左上にアイコンが表示される※
※「設定」-「オプション」-「方位設定」で選択した方角に矢先が回
転
※「設定」-「オプション」-「アイコンを中心に配置」で常に画面中央
にアイコンが配置される

取得緯度/経度から住所割り出し

測位開始時、GPS測位を起動し、データ受信成功時に測位点
にマーカーを置く
一定時間データ受信できない場合はGPS測位を自動停止す
る

1-1.画面タップ後に出現する測位開始ボタンをタップ
1-2.または、メニューから「測位開始」を選択
2.測位処理中はタイトルバーが変化
3-1.測位成功時、測位値が画面中心となり、マーカーアイコン・位
置情報表示バルーンが表示される
3-2.測位失敗時(時間切れ)、GPS測位を自動停止

GPS測位情報の表示
GPS測位成功時に受信できた測位精度(誤差範囲)、測位点
の高度・方角、移動速度および測位時間を表示

操作なし
・測位成功後、測位結果が地図中心となるように表示される
・測位点にマーカー、情報バルーンが表示される

衛星の受信状況・補足数の表示

受信できた以下の情報をリスト形式で羅列(テキスト形式)
GPS NMEA信号より 受信可能衛星数,衛星No.,仰角(°),方位
(°),SNR(dB) をリスト形式で表示のみ
SNR:GPS衛星からの電波の強さと雑音の比

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「オプション」項目を選択
3.「GPS衛星情報取得設定」項目でON/OFF切替
4.ON時に画面上部に取得された情報がリスト表示される
5-1.Closeアイコンをタップすることで非表示/表示切替可能

取得緯度/経度から住所割り出し
測位開始時、GPS測位起動し、データ受信成功時は測位点に
マーカーを置く
一定時間データ受信できない場合はGPS測位を停止する

1-1.画面タップ後に出現する測位開始ボタンをタップ
1-2.または、メニューから「測位開始」を選択
2.測位処理中はタイトルバーが変化
3-1.測位成功時、測位値が画面中心となり、マーカーアイコン・位
置情報表示バルーンが表示される
3-2.測位失敗時(時間切れ)、Network測位を自動停止

測位情報の表示
測位成功時に受信できた測位精度(誤差範囲)、および測位時
間を表示
GPSとは異なり、高度、方位、速度は検出できない場合あり

操作なし
・測位成功後、測位結果が地図中心となるように表示される
・測位点にマーカー、情報バルーンが表示される

測位結果位置表示 マーカーアイコン・バルーンに各種情報を表示
操作なし
測位(GPS/Network)成功時に測位値を地図中心としたマーカーア
イコン・バルーンが表示される

指定位置表示 マーカーアイコン・バルーンに各種情報を表示

1.情報を得たい地図上の任意地点を長押し
2.任意地点(※)を中心としたマーカーアイコン・バルーンが表示さ
れる

1.画面タップ後に出現する検索ボタンをタップし検索
2.検索点入力画面が表示される
3.検索地点入力し検索開始

マーカー(測位・検索・地点指定等により
表示された)アイコン、色の変更

マーカーアイコン・バルーンタップ時に設定ダイアログが出現
・測位点(マーカー)や検索地点のアイコン、２点間ラインカ
ラー、測位精度を表す円の配色の変更
・マーカーの削除

バルーンをタッチする事により設定用ダイアログが表示される

収集・集計

測位実績・記録表示画面
・総距離
・総時間
・平均速度
・ 高速度
・移動時間
・平均移動時間
・標高
・標高差
・ 低標高
・ 高標高
・ 低勾配
※画面の表示のみ。未完成

メニュー の「集計情報」項目を選択する事により集計画面へ遷移
する

記録

測位実績をSDカードにCSV形式にて保存
・緯度/経度
・時間(H:M:S)
・R:G:B
・天気情報(観測時刻:温度(℃):温度(°F):天気ID:風速(mi/h):
風速(km/h):風向(角度):風向(方位):降雨量:湿度:気圧:雲量)
・天気アイコンNo.
※仮実装

測位(GPS/Network)成功時にSDカードへファイルとして保存される
保存先
.mnt/sdcard/jp.the.sample.gpstracker/log/*

取り込み(インポート)

SDカードに保存されたCSV形式ファイルより、緯度経度取得し
地図上に展開
※仮実装 の為、Googleマップインポート用のGPX / KML /
TCXファイル取り込み及び外部ファイルは未対応

1.メニュー の「インポート/エクスポート」項目を選択
2.「インポート/エクスポート」選択ダイアログ画面が表示
3.「インポート」を選択し、SDカードに保存されたログを選択

地図表示

Network測位

行動履歴

位置情報を元にMap表示

方位磁石

GPS測位
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搭載機能一覧

共有(エクスポート)

端末にインストールされた共有アプリとの連携
・Gmail(添付ファイルとして)
※仮実装 の為、Googleマップインポート用のGPX / KML /
TCXファイル生成は未対応

1.メニュー の「インポート/エクスポート」項目を選択
2.「インポート/エクスポート」選択ダイアログ画面が表示
3.「エクスポート」を選択し、
4.SDカードに保存されたログを選択し共有する為の「アプリケー
ションを選択」から任意のアプリケーションを選択

Googleマップナビとの連携※
※別アプリ(モバイルGoogleマップの経
路検索)呼び出し

現在地、目的地、交通手段、ルート指定制限情報を元に
Google Mapアプリを起動
ナビにて設定した状態

1-1.画面タップ後に出現する経路検索アイコンをタップし、経路検
索画面へ遷移
1-2.またはメニュー「経路検索」項目を選択する事により、経路検
索画面へ遷移
2.「現在地」「目的地」等の必要情報を入力
3.Googleマップ起動アイコン(画面中央に配置されているアイコン)
をタップ

経路検索

Google Direction APIを使用し取得できたデータを元に経路を
表示
以下の指定方法に対応
・現在地、目的地、交通手段、ルート指定制限を入力・選択
・地図上を直接タップ(長押し)し出発点、終着点を指定
・入力実績のある文字列を内部領域へ保存し履歴として表示

1.画面タップ後に出現する経路検索アイコンをタップ、またはメ
ニュー「経路検索」項目を選択する事により、経路検索画面へ遷移
2-1[通常]
・「現在地」「目的地」等の必要情報を入力し検索開始アイコンを(画
面右側に配置されているアイコン)タップ
2-2.[直接指定]
・必要条件を選択し地図切替アイコンを(画面左側に配置されてい
るアイコン)タップ
・「現在地」「目的地」をそれぞれ長押しで指定する
#.[入力履歴一覧表示]
「現在地」「目的地」文字入力欄をタップする事により過去検索文字
列一覧が表示される
※メニュー の「設定」-「オプション」-「経路検索利用設定」項目が
ONであることが前提

WiFi ON/OFF 設定画面にリンク及びWi-Fi 機能有効無効ボタン

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2-1.「各種端末情報」項目を選択し、Wi-Fi設定項目右側のアイコン
をタップ
2-2.または、Wi-Fi設定項目を選択し端末の持つ「Wi-Fi設定」画面
へ遷移し切り替える

GPS ON/OFF
設定画面にリンク
Androidセキュリティの関係から、アプリケーション側からは有
効・無効の操作はできない

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「各種端末情報」項目を選択し、「GPS位置情報」設定項目を選
択し端末の持つ「位置情報i設定」画面へ遷移し切り替える

NW経由での測位 ON/OFF 設定画面にリンク及びNW経由での測位 有効無効ボタン

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2-1.「各種端末情報」項目を選択し、Wi-Fi設定項目右側のアイコン
をタップ
2-2.または、Wi-Fi設定項目を選択し端末の持つ「Wi-Fi設定」画面
へ遷移し切り替える

残バッテリー量
設定画面にバッテリー量表示
専用通知エリアは設けていない

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「各種端末情報」項目を選択
3.「バッテリー」項目内にバッテリー情報が表示される

稼働・使用時間
設定画面に稼働・使用時間表示
専用通知エリアは設けていない

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「各種端末情報」項目を選択
3.「バッテリー」項目に稼働時間情報(ブートからの起動時間)が表
示される

マーカーアイコン・ライン変更の個別化
時間の都合により、一部のみ実装(個別アイコン変更)
但し変更対象マーカーバルーンをタップする必要あり

1.変更対象マーカーバルーンをタップ
2.設定変更ダイアログが表示
3.操作内容・対象を選択

各種単位変更
距離・温度の単位

メートル法・ヤードポンド法・尺貫法実装(一部メートル法固定)
摂氏・華氏での天気情報表示

距離の場合
1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「表示」項目を選択
3.「表示単位の設定」項目を選択
4.単位を選択する
温度の場合
1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「オプション」項目を選択
3.「各種天気情報設定」項目を選択※
4.「温度表示形式設定」項目を選択
5.単位を選択する
※天気情報取得設定がON時のみ選択可能

マップ回転
画面中心を軸に回転※
※画面毎回転させている為、長方形がそのまま廻る

1.メニュー の「設定」項目を選択する事により、各種設定画面へ遷
移
2.「オプション」項目を選択
3.「Map回転設定」項目をタップしON/OFF切替

その他

ナビゲーション(経路検索)
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アプリケーション情報

アプリケーション情報

名称 バージョン
GpsTracker(仮名) 1.0

■キャッシュ
使用有無 目的 補足

使用する 天気情報(画像データ)読込に使用
初回アプリ起動時(天気情報表示オプション有効時)に
「WorldWeatherOnline」から取得

■許可
対象 概要 補足
ストレージ SDカードのコンテンツを修正/削除する SDカードへの書き込みをアプリケーションに許可します。

おおよその位置情報（ネットワーク基地局）

セルラーネットワークデータベースなど、携帯電話のおおよその位置
を特定する情報源が利用可能な場合にアクセスします。
これにより悪意のあるアプリケーションが、ユーザーのおおよその位
置を特定できる恐れがあります。

仮の位置情報でテスト
テスト用に仮の位置情報源を作成します。
これにより悪意のあるアプリケーションが、GPS、ネットワークプロバイ
ダなどから返される本当の位置情報や状況を改ざんする恐れがあり

精細な位置情報（GPS）
GPSなど携帯電話の位置情報にアクセスします（可能な場合）。
これにより今いる場所が悪意のあるアプリケーションに検出された
り、バッテリーの消費が増える恐れがあります。

位置情報提供者の追加コマンドアクセス
位置情報提供元の追加コマンドにアクセスします。
悪意のあるアプリケーションがGPSなどの位置提供の動作を妨害す
る恐れがあります。

完全なインターネットアクセス ネットワークソケットの作成をアプリケーションに許可します。
Wi-Fi状態の表示 Wi-Fi状態に関する情報の表示をアプリケーションに許可します。
ネットワーク状態の表示 すべてのネットワーク状態の表示をアプリケーションに許可します。

Wi-Fi状態の変更
Wi-Fiアクセスポイントへの接続や接続の切断、設定されたWi-Fiネッ
トワークの変更をアプリケーションに許可します。

システムの全般設定の変更
システム設定データの変更をアプリケーションに許可します。
悪意のあるアプリケーションがシステム設定を破壊する恐れがありま

ネットワーク接続の変更 ネットワークの接続状態の変更をアプリケーションに許可します。

スクリーンショット

システムツール

ネットワーク通信

現在地
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地図表示

地図表示

■地図メイン画面

■拡大と縮小
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地図表示

■様々な表示

・指定ポイントの住所表示 ・衛星写真モード ・指定位置間の距離

■検索による地図表示

・緯度経度 ・郵便番号 ・ランドマーク ・住所

▲戻る

▲戻る

▲戻る
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方位磁石

方位磁石

■方位磁針表示 ■方位磁針非表示

■方位固定アイコン ■アイコンのセンタリング

■方位設定

▲戻る
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GPS測位

GPS測位

■GPS測位情報の表示 ■取得緯度/経度から住所割り出し

■衛星の受信状況・補足数の表示
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Network測位

Network測位

■Network測位情報の表示

■取得緯度/経度から住所割り出し

▲戻る

▲戻る
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位置情報を元にMap表示

位置情報を元にMap表示

■測位結果位置+天気情報表示 ■測位結果位置表示(天気情報なし)

■指定位置表示

■マーカーアイコン、ラインカラーの変更と削除

・マーカーアイコンの削除 ・マーカーアイコン一括変換 ・指定マーカーアイコン変換

・測位点のマーカーアイコン、色の変更

任意の地点を長押し

情報表示バルーンをタップ

情報表示バルーンをタップ
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行動履歴

行動履歴

■収集/集計

■取り込み(インポート)

■共有(エクスポート)

▲戻る

▲戻る
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ナビゲーション

ナビゲーション

■経路検索画面

■経路検索

・経路検索-自動車

・経路検索-徒歩

・経路検索-地図上を直接タップ

■ルート指定制限設定 ■現在値・目的地入れ替え

■Googleマップナビとの連携

上記の条件で
GoogleMapアプリ起動

現在値

目的地

手段 制限

直接地図
上をタップ
して指定

GoogleMap
アプリ起動

経路検
索開始

現在値・目的地入
れ替え

出発地を指定(長押し) 目的地を指定(長押し)
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その他

その他

■メニュー

■設定メニュー

・各種端末情報 ・測位方法 ・表示 ・記録
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その他

・オプション ・リセット

■各種端末情報

■測位方法

端末のGPS機能の使用状況を表示
タップ時動作:端末の持つ位置情報関連設定画面へ遷移

端末の無線ネットワーク機能の使用状況を表示
タップ時動作:端末の持つ位置情報関連設定画面へ遷移

端末のWi-Fi機能ON/OFF状態を表示
タップ時動作:端末の持つWi-Fi設定画面へ遷移

ボタンタップ時:ON/OFF切替

端末のモバイルネットワーク(3G等)の使用状況を表示
タップ時動作:端末の持つネットワーク設定画面へ遷移

端末のバッテリーの状態・温度・電圧・稼働時間を表示

アプリ側でのGPS機能使用有無設定

アプリ側での3Gネットワーク測位機能使用有無設定

アプリ側でのWi-Fiネットワーク測位機能使用有無設定
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その他

■表示

・マーカーの設定 ・ラインカラーの設定 ・表示単位の設定

※表示単位の設定例

・方位磁針の表示設定

・メートル法
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その他

・ヤードポンド法

・尺貫法
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その他

■記録

・ 低記録精度 ・記録間の 短距離の設定 ・記録時間間隔の設定 ・自動記録再開の制限時間

■オプション

※開発者への課金が発生する為、

常に無効が望ましい

SDカードへの保存ファイル名規則
ON:日時(yyyy-mm-dd)/OFF:ファイル保存通し番号

記録対象精度の設定
設定値未満の測位結果は無視され記録されない

記録時間間隔の設定
設定時間内に測位できなかった場合は記録対象外

記録間の 短距離の設定
設定距離以上の測位間である場合のみ記録対象

自動測位設定
設定時間毎に上記設定に基づき測位開始

自動記録再開の制限時間
T.B.D

地図表示画面上部にメッセージを表示
ON時: 後に取得した住所・天気情報が表示される

天気情報取得設定
ON時:測位・検索・指定点に天気情報を表示

経路検索利用設定
GoogleMapアプリとの連携、経路検索機能有効無効※

GPS衛生情報取得設定
ON時:地図表示画面上部に受信状況等をリスト形式で表示

Map回転設定
ON時:画面中心を軸に回転(北方向を指す)

方位固定アイコン設定
ON時:方位固定用アイコンを表示する。位置・方位は後段の設定に依

存
方位固定アイコンの方位設定

8方向から選択

方位固定アイコンのセンタリング
ON時:画面中央にアイコン配置

各種天気情報の設定
温度表示単位・情報取得先・取得用ID(WorldWeatherOnline)
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その他

・メッセージ表示

・天気情報

・各種天気情報設定

WorldWeatherOnlineのFreeAPI
Keyを入力
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その他

・Map回転設定 ・GPS衛星情報取得設定

■リセット

■その他のスクリーンショット

・天気情報・画像の取得 ・取得天気情報・画像の削除

各種設定のリセット
変更された各種設定を初期状態(アプリインストール当時)に戻す
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その他

・端末の位置情報設定不足の通知 検索履歴一覧

・アプリケーション情報
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